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2022年9月21日(水)
株式会社JR東日本クロスステーション
デベロップメントカンパニー

エキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」などで開催

『鉄道開業150年記念フェア』
鉄道開業150年を記念した限定商品が多数、プレゼントキャンペーンも！

開催期間：2022年10月1日(土)～10月14日(金)
株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カン
パニー長：杉村 晶生）は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」などで、
『鉄道開業150年記念フェア』を開催します。
鉄道開業150年を記念した限定商品の展開や対象施設でお買い物いただいたお客さまに抽選でホテル
宿泊券やお食事券・お買い物ご飲食券、JRE POINTが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
鉄道関連商品の一部商品は、JR東日本が運営するEC サイト「JRE MALL（配送） 」、「ネットでエ
キナカ（事前決済・受取）」からもご注文いただけます。さらに、東京駅と立川駅では鉄道グッズ＆
鉄道おもちゃの専門店「ホビーショップ モア」が期間限定出店！
この時期しか味わうことができない商品やイベントにご注目ください。

画像はイメージです

掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

（商品の一例、価格は全て税込、予定数に達し次第販売終了）
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TOPIC1：鉄道開業150年フェア商品・キャンペーン
限定商品
受取予約可

…ネットでエキナカからの注文による受取予約可能商品

グランスタ東京限定

受取予約可

玄米ちっぷす 缶
（きりのさかby Chuoken
Senbei/グランスタ東京）
5袋入 1,080円
宮城県加美町産みやこがね玄米100％
の生地を米油でカラッと揚げたチップ
ス。缶の中には「ちょっとずつ食べた
い」「シェアしたい」をかなえる便利
な小分け袋が５つ入っています。
JR東日本商品化許諾済

エキュート東京限定

煉瓦クロッカン（チョコマカダ
/アーモンド）
（アンデルセン/エキュート東
京）各259円
東京駅舎の煉瓦に見たてたエキュ
ート東京店の限定商品。デニッシ
ュ生地とナッツの食感が楽しいク
ロッカンです。

エキュート東京限定

東京限定本之木餅
（菓匠禄兵衛/エキュート東京）
10個入 1,080円
東京駅丸の内駅舎パッケージで、東京
駅土産におすすめ。沖縄県産黒糖入り
の粒餡をもっちり食感の生地で包んだ
焼き饅頭。個包装でシェアもしやすい
人気商品。 JR東日本商品化許諾済

配送可

…JRE MALLからの注文による配送可能商品

エキュート東京限定

グランスタ東京限定

鉄道開業150年記念あんぱんケ
ーキ
（東京あんぱん豆一豆/エキュー
ト東京）
1個 520円
鉄道開業150年のロゴをあしらった
豆一豆人気のあんぱんケーキ。北海
道十勝産あんこのボリュームたっぷ
りでインパクトあるお土産になるこ
と間違いなし！

グランスタ東京限定

受取予約可

配送可

チーズビスコッティ
（香炉庵 KOURO-AN/グランス
タ東京）5枚入 550円
エダムチーズとパルメザンチーズ、
2種類のチーズを使用し隠し味に香ば
しく香る醤油がアクセントに。
ザクザク食感に一口食べれば濃厚な
チーズの香りが広がります。限定の
汽車の焼き印が目印です。

エキュート限定

Ura ２種アソート
（Ura/グランスタ東京）
3個入 572円
人気のチョコスチームケーキが２個、ベ
イクドチーズケーキが１個入った３個入
アソートです。チョコスチームケーキは
冷蔵・冷凍でも美味しくお召し上がりい
ただけます。お試し用に、お友達やお世
話になった方へのちょこっとギフトにぴ
ったりです。JR東日本商品化許諾済

グランスタ東京限定

受取予約可

配送可

鉄道開業150年記念せんべい
（富士見堂/グランスタ東京）
1袋10枚入 650円
愛媛県産しらすをつきこんだしらす
醤油せんべい。鉄道開業150年を記
念して汽車や乗車券のイラストをあ
しらった限定商品です。
※期間中120袋限定

エキュート限定

パンダBOX（鉄道開業150年バー
ジョン）
（御門屋TOKYO/エキュート東京
・御門屋/品川）1箱 620円

汽車カップくず餅
（船橋屋こよみ/エキュート東京・
日暮里・立川）
8切入 550円

鉄道開業150年の特別デザイン！パン
ダの可愛い箱に入った揚もち2種（塩
味・醤油）が楽しめます。 お手土産
にも喜んでいただけます。

汽車型のくず餅入りの鉄道開業150年記
念限定のくず餅です。

（商品の一例、価格は全て税込、予定数に達し次第販売終了）
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受取予約可

…ネットでエキナカからの注文による受取予約可能商品

配送可

…JRE MALLからの注文による配送可能商品

エキュート限定

エキュートエディション新橋限定

エキュート品川限定

鉄道開業150年記念 ココアフル
ーツサンド
（マイスターシュトュック ユー
ハイム/エキュート東京・品川・
大宮）
1箱（4個入） 1,598円

海苔弁 文明開化
（刷毛じょうゆ海苔弁山登り/エ
キュートエディション新橋）
1折 1,500円

電車の黒糖饅頭
（ふるや古賀音庵/エキュート品
川）
1箱（2本入） 648円

鉄道は文明開化の象徴。当時の食事
も一気に西洋化しました。それまで
一般的ではなかった牛肉も食される
ようになりその代表格が牛鍋。この
海苔弁から古の文化に思いをはせて
みてはいかがでしょうか？

こし餡を黒糖生地で包んだおまんじ
ゅうを串にさし、電車の焼印を押し
ました。

旅のお供にお楽しみいただけるフル
ーツサンド。ココア生地で、生クリ
ームと4種のフルーツをサンドしまし
た。

※1日15箱限定
※店頭販売開始 9:30以降

JR東日本商品化許諾申請中

エキュート品川限定

エキュート限定

トレインBOX
（空いろ/エキュート品川）
1セット 1,397円

チョコとナッツのミニクグロフ(5個)
（トップス/エキュート大宮・品川）
1個 1,512円

定番のたいよう・つきと季節限定の
つきマロン＆和栗が入ったトレイン
BOX。秋の行楽に、お手土産におす
すめです。

鉄道開業150年を記念して電車の車輪に
見立てたミニサイズのクグロフ。トップ
スオリジナルのチョコレートを合わせた
生地の中心にチョコレートと数種類のナ
ッツをのせた濃厚な味わいです。

エキュート大宮 ノース限定
受取予約可

配送可

左:エアインチョコサンドクッキー
右:ストロベリーショートケーキク
ッキー（那須ジャージーマリアージ
ュ/エキュート大宮 ノース）
各864円
ショップで人気の2種類のお菓子が鉄道
開業150年の限定商品として登場。中
には数種類の車両のシール入りです。
JR東日本商品化許諾済

鉄道開業150年記念ビスケット
（デリフランス新橋店/新橋駅）
1枚 300円
鉄道開業150年をお祝いする記念ビス
ケットです。大きなサイズのさっくり
焼き上げたビスケットに、ロゴをあし
らいました。

エキュート限定

大宮のみ受取予約可

トレインどら焼き
（自由が丘蜂の家/エキュート品
川・大宮）
1袋(5個入) 650円
鉄道開業150年を記念したエキュー
ト限定商品。ふわふわの生地に汽車
の焼印を押したミニサイズのどら焼
きです。

エキュート立川限定

中央線サブレ6枚入り箱
（イルフェジュール/エキュート
立川）
1箱 1,200円
立川駅に馴染み深い中央線をプリン
トしたサブレ2枚と自家製サブレ4枚
の6枚入り。
※期間中150箱限定
JR東日本商品化許諾済

（商品の一例、価格は全て税込、予定数に達し次第販売終了）
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東京駅丸の内駅舎や鉄道をモチーフにした商品
受取予約可

…ネットでエキナカからの注文による受取予約可能商品

配送可

…JRE MALLからの注文による配送可能商品

B
A

C
グランスタ東京限定

配送可

東京駅丸の内駅舎刺繍ハンカチ
（オールドファッションストアト
ーキョー/グランスタ東京）
1枚 1,870円
東京駅丸の内駅舎の刺繍をいれたハ
ンカチ。日本製にこだわった上質な
ハンカチで、ちょっとしたプレゼン
トやお土産にも最適です。
JR東日本商品化許諾済

グランスタ東京限定

エキュート東京限定

フルーティアロマのど飴（東京駅舎）
A：梅＆ハーブ
B：ブルーミント＆シトラス
C：ハニー＆レモン
（ヒトツブ カンロ/グランスタ東京）
1缶 400円
かばんの中にサッと入れられて、持ち運
びに便利な小さな缶に入った小粒キャン
ディ。東京駅舎をデザインモチーフにし
ていて、東京のおみやげにもぴったり。

受取予約可

配送可

電車パスケース
（野村製作所/エキュート東京）
1個 4,180円
1985年に登場した懐かしい205系の車
体の色、サイズも実際の車体のサイズ
の40分の1にお作りした職人こだわり
のレザーパスケースです。
JR東日本商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済

エキュート大宮限定

受取予約可

エッグドシャ 鉄道缶
（オーヴォ/エキュート大宮）
1缶 1,650円
自社ブランド卵「磨宝卵GOLD」を使
用したたまご型クッキー。薄焼きの軽
いサクサク感と豊かな風味のコラボレ
ーション。贅沢な味わいと優しい時間
をお楽しみください。鉄道開業150年
に合わせた缶のデザインにもご注目！
JR東日本商品化許諾済

エキュート立川限定

トレイン トレイン
（アンの工房/エキュート立川）
1台 3,000円
ホワイトチョコとマスカルポーネのム
ース。カラフルなチョコとクッキーで
飾ったポップな電車ケーキです。
※1日10台限定

エキュート限定
日暮里・大宮のみ受取予約可

エキュート限定
配送可

エコトート大「新幹線 三兄弟並
べ」
（濱文様/エキュート東京・日暮里
・大宮）1個 1,540円
人気のエコトートから鉄道開業150年
を記念して新幹線柄が登場。大玉柄の
中にシンプルな新幹線三兄弟が描かれ
たエキュート限定の商品です。

鉄道開業150年記念
ジョセフィーニャ車掌マカロン 詰
め合わせ（ダロワイヨ/エキュート
品川・大宮・立川）1セット648円
車掌に扮したジョセフィーニャをデザイ
ンしたマカロン。あまおう苺のクリーム
をサンドしたプリントマカロンと、ピス
ターシュのマカロンのセットです。
※数量限定

JR東日本商品化許諾済

エキュート立川限定

電車くん
（アンテンドゥ/エキュート立川）
1個 320円
くちどけの良いパンの中になめらかな
カスタードクリームをたっぷり包んだ
可愛らしい電車パンです。エキュート
立川限定販売です。

受取予約可

配送可

鉄道路線図ハンカチ 首都圏
（アンジェ ビュロー/エキュート
上野）1枚 1,320円
東京近郊のJR・私鉄・地下鉄・モノ
レールを含む関東地方の鉄道路線図
が描かれています。数箇所の駅、路
線を利用する場合も乗り換えなどが
分かりやすくとても便利です。
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（価格は全て税込）

鉄道開業150年 プレゼントキャンペーン
エキュート・グランスタなどでお買い物いただいたお客さまに抽選で「ホテル宿泊券（ペア10万円相当）や
お食事券・お買い物ご飲食券（各１万円分）」や「JRE POINT」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
【開催期間】
2022年10月1日(土)～10月14日(金)
【対象施設】
エキュート（大宮・大宮 ノース・赤羽・日暮里・上野・東京・品川・立川）
エキュートエディション（飯田橋・有楽町・新橋・横浜）、マーチエキュート神田万世橋、リエール藤沢
グランスタ（東京・丸の内・八重北）、グランルーフ、グランルーフフロント、グランアージュ
東京駅（成城石井・Keiyo Drug・Disney Fantasy Shop by BELLEMAISON）
小規模駅構内開発（新木場駅、原宿駅、高輪ゲートウェイ駅、五反田駅)
※一部ショップは対象外です

【賞品】
●鉄道開業150年賞
上記対象施設で、期間中合計5,000円（税込）以上お買い上げいただいた方の中から抽選で
下記賞品をプレゼント。
・賞品内容：
A）東京ステーションホテル「宿泊券（1泊分）」
（朝食＋お土産付）1組/２名様（ペア10万円相当）
※部屋：パレスサイドスーペリアツイン（40㎡）
朝食：ゲストラウンジ「アトリウム」
土産：ホテルオリジナルフレーバーティー 2 缶セット
※有効期間：2022年12月1日～2023年5月31日の宿泊
（除外日：年末年始・GW・満室日など）

B）グランスタ東京の5店舗でご利用できる「お食事券」
（1万円分） 20名様

※画像はイメージです

※対象店舗：STATION RESTAURANT THE CENTRAL
田中田式海鮮食堂 魚忠、格之進ハンバーグ＆バル
回転寿司 羽田市場、アル・デンシャル丸の内
（計5店舗）
※有効期間：2022年12月1日～2023年3月31日

C）エキュート・グランスタでご利用できる「お買い物ご飲食券」
（1万円分） 20名様
※対象施設：本キャンペーンの対象施設（エキュート赤羽は対象外）
※有効期間：2022年12月1日～2023年3月31日

※画像はイメージです

●JRE POINT賞
上記対象施設で、期間中合計3,000円（税込）以上お買い上げいただいた方の中から抽選で
150名様に「JRE POINT 1,500ポイント」をプレゼント。
※今回付与するポイントは2023年1月末まで有効の期間限定ポイントです。
なお、期間限定ポイントはSuicaへのチャージ等にはご利用いただけません。
【応募方法】
※応募については、JRE POINT WEBサイトへの会員登録、エントリーが必要となります。
※キャンペーンサイトにエントリーの上、JRE POINTカード提示で各賞の対象金額以上、またはJRE POINTに登録した
Suicaで各賞の対象金額以上をご購入いただいた方が対象です。
※JRE POINTカード提示でのご購入とJRE POINTに登録したSuicaでのご購入を合算することはできません。
※上記の条件を満たした場合、対象施設であれば、複数施設の合算金額は対象となります。また、１回の購入金額ではなく
期間中の購入合算金額が対象です。
※当選者の発表は、目録および賞品の発送、ポイントの付与をもって代えさせていただきます。
（2022年11月下旬予定）

エキュート×グランスタ鉄道開業150年プレゼントキャンペーンの詳細はこちらのURLをご覧ください。
URL：https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000037 ※9月23日公開予定
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（商品の一例、価格は全て税込）

東京駅と立川駅に期間限定で鉄道グッズが集合！
鉄道開業150年を記念して、鉄道グッズ＆鉄道おもちゃの専門店「ホビーショップ モア」が期間限
定で登場！鉄道をテーマとした雑貨やステーショナリー、おもちゃ、今回のイベントで新登場とな
るグッズなど、バラエティ豊かに展開します。
■立川駅
・開催期間：9月26日(月)～10月16日(日)
・営業時間：（平日・土曜日）10:00～21:30
（ 日・祝日 ）10:00～21:00
・会
場：「エキュート立川」3階イベントスペース「タマリバ」
■東京駅
・開催期間：10月15日(土)～24日(月)
・営業時間：11:00～20:00 ※24日は18:00まで
・会
場：「動輪の広場」（JR東日本東京駅構内 地下1階 改札外）

「立川駅」や「東京駅」を発着する列車がモチーフのオリジナルアイテムが新登場！

「ラバーマグネット
E353系 あずさ」
880円（税込）

「ラバーマグネット
中央線」
880円（税込）

「ラバーマグネット
E259系 成田エクスプレス」
880円（税込）
JR東日本商品化許諾申請中 ※画像はイメージです

ECサイト「ネットでエキナカ」「JRE MALL」のご案内
鉄道関連商品の一部商品は、JR東日本が運営するEC サイト「JRE MALL 」からの注文によりご自宅
などへの配送が可能です。また、「ネットでエキナカ」では事前に決済をして、ショップや特設カウ
ンターでのスムーズな受取が可能です。
▼JRE MALL
エキュートモール ※10月1日 10:00公開予定
https://www.jreastmall.com/shop/e/eL113/?utm_source=web&utm_medium=pres
srelease&utm_campaign=tetsudo%EF%BC%86suipen
グランスタモール
https://www.jreastmall.com/shop/r/r6320/
▼ネットでエキナカ
https://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
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（価格は全て税込）

TOPIC2：エキュート立川15周年
エキュート立川は2007年10月5日に開業し、おかげさまで今年
で15周年を迎えます。
そこで、「CONNECT WITH NEW GENERATIONS」をテーマ
に、これまでの感謝と未来のエキュート立川を担っていくお客さ
まと新たなエキュート立川を創り上げるべく様々なイベントを実
施！
キャンペーン期間中は、イラストレーター「Utomaru」氏描き
下ろしのポップなビジュアルが館内をジャックし、お祝いムード
を盛り上げます！
キャンペーン名称：
エキュート立川15周年キャンペーン
キャンペーンテーマ：
CONNECT WITH NEW GENERATIONS
キャンペーン期間：
2022年9月26日(月)～10月16日(日)
メインビジュアル

15周年を記念したイベントが盛りだくさん！
①15周年プレミアムお買い物券ガラポン
エキュート立川のショップ（飲食店含む）で使える、おトクな「お買い物券」が当たる！
※一部除外店舗あり
開催期間：2022年9月30日(金)、10月1日(土)、10月2日(日) 各日10:00～
※各日先着300個（計900個）限定 ※おひとり様1日2個まで
開催場所：エキュート立川 メインエントランス
価格/賞品：1回3,000円 / A賞 10,000円分
※お支払いは現金のみです

B賞 5,000円分 C賞 4,000円分

➁開業日記念 10月5日限定！JRE POINT10倍
開業日の10月5日(水)はエキュート立川のお買い物・ご飲食で貯まるJRE POINTがなんと10
倍に！！Suicaでのお支払いは「水曜日はエキナカSuicaの日」と重なり、さらにお得に！！
キャンペーンページ
https://www.ecute.jp/tachikawa/campaign/2369
※9月26日 8:00公開予定
※詳細は店頭またはキャンペーンページにてご確認ください

③復活！❝駅の伝言板❞
携帯電話の普及で20年以上前に姿を消した「駅の伝言板」が、
期間中「駅の伝言板」をイメージしたコミュニケーションボード
として復活します！
開催期間：2022年9月26日(月) ～10月16日(日)
開催場所：エキュート立川 メインエントランス
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④「とある魔術の禁書目録」「とある科学の超電磁砲」
キャラクターパネル展示
立川が舞台の「とある魔術の禁書目録」「とある科学の超電磁砲」の等身大キャラクターパネルを
展示します。ペーパーウォール（エキュート立川3階/書店）にて関連書籍も展開します！
開催期間：2022年9月26日(月) ～10月16日(日)
開催場所：エキュート立川3階

⑤15周年スペシャルライブ by宮地楽器
ピアノとヴァイオリンのスペシャルライブを開催！
懐かしのアニソンから最新のヒット曲まで！
開催日時：2022年10月8日(土) 12:00～/14:00～/16:00～
開催場所：エキュート立川 メインエントランス

【ヴァイオリン】八木萌香
神奈川県出身。
5歳よりピアノ、9歳よりヴァイオリンを始める。
国立音楽大学演奏学科弦管打楽器専修（ヴァイオリン専攻）卒業、同大学管弦楽コース修了。
これまでにヴァイオリンを野村千里、吉野薫、漆原啓子の各氏に師事。
現在は音楽教室での指導の他、イベントや挙式、オーケストラ等で演奏活動を行っている。

【ピアノ】宮原 昌子
熊本県出身。
国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。馬場敬子、小丸理智子、今野信子の各氏にピアノを、
今野尚美、木野雅之の各氏に室内楽、伴奏法を師事。
八代青少年音楽コンクール金賞。第2回ベーテンピアノコンクール第3位入賞。
イギリス湖水地方国際サマーミュージックフェスティバルに参加、ピアノソロと室内楽をバリ
ー・スナイダー、レナ・ケラウェイの各氏に師事。
2004年より音楽仲間3人と「ミルフィーユ」を結成し各地でコンサートやボランティア活動を
行っている。球磨川音楽祭ではバイオリニスト木野雅之氏のリサイタルにて伴奏を務める。

株式会社JR東日本クロスステーションについて
商

号：株式会社JR東日本クロスステーション

本

社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8

設

立：2021年（令和3年）4月1日

サウスゲート新宿ビル6階

代表取締役社長：西野 史尚
資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）
デベロップメントカンパニーについて：
エキナカニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「エキュート」や「グランスタ」等のエキナカ商業施
設を展開する事業を行っています。各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指
します。また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。
主な運営施設：エキュート、グランスタ

